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What Shinkai 6500 found at the DeepISea Bottom after the earthquake

平成23年7月30日から8月14日にかけて､震源海域の日本海溝陸側斜面において､地震による

深海生態系への影響､海水中の化学変化､海底の変動を調べるために有人潜水調査船rしんかい

6500｣による潜航調査を行いました｡調査の結果､三陸海岸東方の日本海溝海域の水深約

3200mから5350mにおいて､海底の亀裂や段差､海底下からの湧水現象に伴うバクテリアマ

ット･海底変色･ナギナタシ○ウリガイの生息､ウシナマコ頬の高密度生息が確認されました｡

今後､これらについて検討を進めることとしており.成果としてまとめる予定としております｡

なお､当該調査については､今後も継続していくこととしております0

The surveywaS COndu⊂ted from July30to August 14, 201 1 atthreeSlteS along the Continentaトside s一ope of the

Japan Trench, to investigate bl0logiCal, geoChemlCal and geologlCal impacts of the earthquake on the deep

seafloor envlrOnmentS. The depth of the slteS ranges from 3,200 to 5,350 meters.

Surveys wi" Continue ln the future, and we will follow the proCes5eS Of recovery and renewal of the deeplSea

eCoSyStemS affected by the earthquake,

写Jtl. 8/丸*1256回粘.サイト1､水･353Sln　　　　　　　　　等Z32. 8/i.常1256El潜航.サイト1,水菜535ln

Photo i Sltel (5351 mdepth),DIVe #1256,August3,2011　　　　　　　　　　　Photo2 5Ite l (5351 mdepth)′DIVe#1256,August3,2011

海底の亀裂o幅､深さともに約1mo i裂は南北方向に走り､少なくと　写夫1の亀裂を別の方向から撮影や亀裂内軌こ白色の変色域が見られるJ
も約80m続く｡内部には崩れた椎練物がある｡ 2006年に同じサイトl t裂は断jI上にあり､メタンなどを含む湧水現象があると思われる｡特
で潜航調査を行っているが､その際には亀裂は認められていないので(右　に大量のメタンがわき出す場所にはバクテIJアマットが形成され白色に
参考写真)､東北地方太平洋沖地震を含む一連の地震活動で生じたもの　見える0
と思われる｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Another photo of the fiSSure ln Photo i.The lnnerWalJ of the flSSUre l5

A flSSUreOn theseanoor,approxlmatdy l meterdeepand wlde′ run～from Partlally dlSCOlored･The f15～Ure lS Observed above the geologlCaE fault,

north to south foratleast80 meters Atthe bottom ofthe15ssure, Jle5 the along whkh the porewaters (Ontalnlng dlSSOloved methane often seep
a⊂(umulat10n OfdISlodgedsedIment NofI55ure Ofthe 5eafloorwas uP BaCterlaJmatSarealso5hown lnPhoto2and3 (whltearea)′Whl(h

observed when the Shinkal6500 dove at thrs site ln 2006 (seethe pl(lure thrlVeat rTlethane†lCh5eePS･

rlght)･ 5(1entlStS believe that the flSSure Were Caused by the March ll
earthquake.

写X3. 8fl､書1256El轍､サイト1.水雷5351m　　　　　　　　　写JE4. 8/10､才1259回轍.サイト2.水深32181n

Photos 51te l (5351 mdepTh),DIVe#1256,August3′2011　　　　　　　　　　　Photo4 Slte2(3218rndepth),DJVeH1259,August 10,2011

亀裂と亀裂内にある白く変色したバクテリアマット写兼1､ 2と同じ　南北方向に配められた海底の&臥梅約20cm､長さは不明だが少なく
も裂｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とも数10mは超えるo底は深く深さは確認できない｡

The same f155UreS ln Photo 1 and 2 and ba(tenal mats (Whlte area)　　　　The flSSUTe runs through ln a north-south direCtl0n A 20 ⊂m-wlde (revasSe

stret⊂he5 for at Least tens Of meters lt5 bottom lS too deep to fathom.
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i SEte l (5351 nl depth), Dlve#957.June8, 2006

]900,36<*諾…昌諸芸定言三妄評票露呈違競言誤莞こ
き海底にt裂は乾められず､イソギンチャク頬が多歎生息していた｡
The slte has been Surveyed severahlme～ ln the past. Ea(h tlme, the

seafloorwa～(overed by sedlmenr, Wlth many ieaanemOnethwlng No

fT～Sure～ Were ObierVed

写真5. 8/10.書1259回轍､サイト2､水深321BITI　　　　　　　　　写真6. 8/1.才1254回タ肘臥サイト1.水雷5148m　　　　　　　　　写A7. 8/1､ *1254回池抗､サイト1.水詔5349m

Photos 5lte 2 (3278 mdepth),DIVe#1259,August 10,2011　　　　　　　　　　Photo6 5lte 1 (5348mdepth),DiVe#1254,August l,2011　　　　　　　　　　Photo7 SItel (5349mdepth),DNe#1254,Augustl. 2011

段差｡段差の落ち込みは1mを超える｡東側が高くなり､ところどころ　海底に繰上に形成された白く変色したバクテリアマット｡長さ2m程度｡　写真6のJギクテリアマットの拡大｡バクテリアが作り出したと思われる
崩れる様子が認められる｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直上の海水からは硫化水素臭が著しい｡　　　　　　　　　　　　　　ゼラチン様の物質がある.

Step-lEketopographywlthrISeSmOrethan l meterlnhelght Slopefallures A ba(tenalrTIatformed ata seepontheseafloor(2 rneterslong) The Anenlarged lmageOfthe baCteTlal matlnPhoto6 GelatlnOuS masses

are shown ln SOme Pla(e5.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OVerlylng Water emFtS the dlStln(tIVeIy strong smeH of hydrogen sulftde probably a550(lated wlth ba⊂tenal a⊂tFVltleS are Ob5erVed

写暮8. 8/5､才1257回轍､サイト3､水詔3551m　　　　　　　　　写六9. 8/1､書1254g]淋､サイト1.水深5350n

Photo8 5lte3 (3551 mdepth).DIVe#1257,ALJguSt5, 2011　　　　　　　　　　　Photo9 SIte l (5350 mdepthJ, DLVe#1254, AugUStl,2011

サイト3で見つかった白色変色奴これもバクテリアマットと思われる.　ナギナタシロウリガイの拡大写夫
幅213m､長さ5-6m｡

Awhlte Patch ⊂onildeTedto be a ba(terlal mat lt lS 516 meters long and

2-3 meters wlde

写暮10. 8/3､甫1256E]触.サイト1.水漂5350ITI
Photo 10 Slte l (5350mdepth), DNe#1256, Auguit3, 2011

高密度に生息するウシナマコ類｡ 2006年6月8日には､このナマコはほ
An enlarged Lmage Of ⊂aEyptogena phaseoLlformlS　　　　　　　　　　とんど生息が確認できなかった(上参考写真参照)C

An area denSely populated wlth sea cu(umber5 They were not found

dunn9the d】veonJune8′ 2006 (～モe the reference photo)
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